
交換規約ワーキング・グループ（WG）の
検討結果について 

平成28年度 企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した 

行動変容に向けた検討会  交換規約ワーキング・グループ 
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事業管理支援法人が交換規
約を作成の上、健康データの共
通ＤＢの構築を実証する。 

各コンソーシアム毎に健康
データのＤＢを構築し、糖尿
病モデル等における行動変容
の効果検証を行う。 

事業管理支援法人 
健康データの共通ＤＢ 

データ管理事業者 

健康データ 医療機関（かかりつけ医） 

事業主（産業医、保健師）

サービス事業者 等 

社員 

L社製機器 

M社製機器 

N社製機器 

健康データ 

健康データ 

保険者 健診データ 
レセプトデータ 

Aコンソーシアム 指導・サービスの提供 

医療機関 検査データ等 

Bコンソーシアム 
データ管理事業者 

健康データ 
社員 

健康データ 

O社製機器 

P社製機器 

Q社製機器 

保険者 健診データ 
レセプトデータ 

医療機関（かかりつけ医） 

事業主（産業医、保健師）

サービス事業者 等 

指導・サービスの提供 

医療機関 検査データ等 

Ｃコンソーシアム 
データ管理事業者 

健康データ 
社員 

健康データ 
O社製機器 

P社製機器 

Q社製機器 

保険者 健診データ 
レセプトデータ 

医療機関（かかりつけ医） 

事業主（産業医、保健師）

サービス事業者 等 

指導・サービスの提供 

医療機関 検査データ等 

 本事業では、各コンソーシアム内においてデータを保有し、その活用を図るとともに、事業管理支援法人（株式会社三菱総合
研究所）において、各コンソーシアムの健康データを格納する共通データベース（共通DB）を構築することとしている。 

 健康データのデータ形式は機器やメーカー、システム等により異なるため、共通データベースの構築にあたっては、データ交換規
約の策定が必要となる。 
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交換規約による健康データの共通データベースの構築 

必要なデータ
のみ抽出して

収集 

健康データ 
（交換規約書式） 



Device SP, Tablet, PC. etc Partner System 

Data 
Import 
Apps 

Data 
MGT 
Apps 

DB 

Data 
MGT 
Apps 

デバイスベ
ンダークラ
ウド 

コンソ 
クラウド 

Servicer 

Device Vendor System 

Third Party System 

クラウド 
DB 

健康機器レイヤー 携帯アプリレイヤー データベース／ＰＨＲレイヤー データ流通レイヤー 

①デバイス連携 

②アプリ連携 

③サーバー連携 

• ①～④のすべてのルートで標準化を行うことが望ましいが、デバイスの処理能力等を考慮すると処理速度の低下等を招く恐れがある
ことから①での標準化は難しく、②③④の標準化が中長期の目標となる。 

• 本実証事業においては、④の部分を対象とした共通化の実装を行う。②③の共通化は任意で各コンソーシアムが実施する。 
• 全てのコンソーシアムで必ず扱うデータ項目（共通データ項目）と、コンソーシアム毎に扱う場合と扱わない場合があるデータ項目
（個別データ項目）があるが、本事業では共通データ項目についてのみ扱うこととする。（p.5参照） 

管理団体 
クラウド 

④ＰＨＲ連携 

データ項目共通化に向けた考え方 
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①デバイス連携  ：デバイスからの出力を第三者のシステムが直接取り込むもの 
②アプリ連携   ：デバイスベンダーが用意する取り込みアプリを介して第三者アプリに取り込むもの 
③サーバ連携   ：デバイスベンダーがクラウド上に連携サーバーを設け、それを介して取り込むもの 
④ＰＨＲ間連携 ：コンソーシアムのクラウドと実施管理支援法人のクラウドの間のようなＰＨＲ事業者間でやりとりするもの 



交換規約WGメンバー 

【有識者（敬称略）】 
◎大山 永昭 国立大学法人東京工業大学 科学技術創成研究院 教授（座長） 
   小尾 高史 国立大学法人東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授（座長代理） 
   大神  明   学校法人産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予防学  教授 
   山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発センター理事長／自治医科大学 客員教授 

 
【業界団体】 
一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS） 
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA） 
 

【デバイスベンダー】 
アークレイ株式会社、株式会社エーアンドディー、オムロンヘルスケア株式会社、株式会社タニタ、テル
モ株式会社、山佐時計計器株式会社  

 
【事業採択コンソーシアム（システムベンダー）】 
各コンソーシアムの技術担当者 

 
【事業管理支援法人】 
共通データベース構築事業者 
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交換規約WG実施スケジュール 

• 7月下旬から9月下旬で5回のWGを開催し、本事業における交換規約を策定 

第1回 7月22日（金）16:00-18:00 

 事務局で作成した交換規約で扱うデータ項目（案）に関する議論 

 交換規約で扱うデータ項目（案）修正案の作成を宿題事項として各委員へ依頼 

第2回 8月 4日（木）10:00-12:00 

 修正案を受けた事務局対応方針（案）に関する議論 

 有識者委員への情報項目の過不足の確認、コンソーシアム委員への情報収集状況に関する情報提供、専門委員へ
の機器詳細情報に関する情報提供について宿題事項として依頼 

第3回 8月24日（水）15:00-17:00 

 宿題事項を受けた交換規約で扱うデータ項目（案）更新版に関する議論 

 実証事業における健康情報のフォーマット（案）に関する議論 

第4回 9月 6日（火）16:00-18:00 

 第3回を踏まえた交換規約で扱うデータ項目（案）更新版に関する議論 

 追加アンケート案及び健康情報交換規約定義書目次案に関する議論 

第5回 9月23日（金）15:00-17:00 

 第4回を踏まえた交換規約で扱うデータ項目（案）最終版に関する議論 

 将来課題の整理 
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• 本実証の交換規約で取り扱う健康情報は、体重情報、家庭血圧情報、活動量情報、HbA1c情報、健診血圧
／診察室血圧情報とする。 

• 健康データの授受のために事前登録が必要となるリスト情報も収集する。 

＜各コンソーシアムが交換規約で提供する情報＞ 

<体重情報> 
 ・計測日時 
 ・体重 
 ・機器情報 

<家庭血圧情報> 
 ・計測日時 
 ・収縮期／拡張期血圧 
 ・脈拍数 
 ・機器情報 

<活動量情報> 
 ・計測日 
 ・歩数 
 ・消費カロリー 
 ・距離 
 ・中強度時間 
 ・エクササイズ 
 ・運動量 
 ・総消費カロリー 
 ・機器情報 

<HbA1c情報> 
 ・計測日 
 ・HbA1c値 

<ヘッダー情報> 
 バージョン、送信日時、コンソ―シアムID、参加者ID 

健康情報 

検査情報 

＜事前登録が必要となる情報＞ 

<コンソーシアムリスト> 
 ・コンソーシアムID 
 ・コンソーシアム名 等 

※コンソ―シアムIDは事務局側で採番 

<参加者リスト> 
 ・コンソーシアムID 
 ・参加者ID 
 ・生年月 
 ・性別 
 ・参加開始日、参加終了日 
 ・居住地情報、通勤情報 
 ・服薬情報 
 ・機器装着箇所情報 等 

<医療検査機関リスト> 
 ・コンソーシアムID 
 ・検査機関ID 
 ・検査機関名称 
 ・検査場所都道府県 等 

<健診血圧／診察室 
 血圧情報> 
 ・計測日 
 ・収縮期／拡張期血圧 

交換規約で取り扱うデータ項目（共通データ項目） 

<機器リスト> 
 ・機器メーカーコード 
 ・機器型番 
 ・機器名称 
 ・時刻補正情報 
 ・規格準拠情報 
 ・測定精度情報 等 

<HbA1c測定法リスト> 
 ・測定法コード 
 ・測定法分類情報 
 ・測定法名称 等 

<活動量機器記録時間 
 リスト> 
 ・機器メーカーコード 
 ・機器型番 
 ・活動量集計情報 等 
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検討結果① ～定義書の作成 
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• 検討結果は「健康情報等交換規約 定義書」として取りまとめ。 
• 定義書は本検討会資料として、経済産業省のホームページにて公開予定。 



検討結果② ～交換規約で取り扱うデータ項目詳細（一部抜粋） 

項目名 物理名（英字） 型 桁 必須 備考 

計測日時 observation_time 日付 14 ● 
yyyyMMddHHmmss 計測データの計測した日時 
※秒、分、時を計測していない場合は該当部分に00を入力 

歩数 steps 数値 5 ● 単位：歩、整数 

歩行時間 walking_duration 数値 4 ▲ 単位：分、整数 ※計測している場合のみ入力 

中強度時間 
moderate_intensity_ 
activity 

数値 4 ▲ 単位：分、整数 ※計測している場合のみ入力 

消費カロリー calories 数値 6 ▲ 単位：kcal、XXXX.X ※計測している場合のみ入力 

総消費カロリー total_calories  数値 6 ▲ 単位：kcal、XXXX.X ※計測している場合のみ入力 

機器メーカー 
コード 

model_manufacturer
_code 

文字列 50 ● 
メーカーコード、機器から出力される通信仕様で決めた番号等 
 ※機器から取得できない場合は事務局が作成する機器リストの機器メーカーコードを入力 

機器型番 model_number 文字列 50 ● 
機器から出力される型番コード 
※機器から取得できない場合は事務局が作成する機器リストの機器型番コードを入力、スマー
トフォンアプリの場合には、アプリケーション名とバージョンを入力 例：HealthKit X.X 

機器識別ID 
production_ 
specification_serial 

文字列 50 ● 

機器識別番号、製造番号などの機器を特定できる番号 
 ※機器から取得できない場合は台帳で管理している機器管理番号で代替。その場合には、先
頭に「コンソーシアムID」を付けて、「コンソーシアムID」＋「機器管理番号」とする、ス
マートフォンアプリの場合にはスマートフォンを特定できる識別番号（例：Macアドレス） 

活動量集計時間 
total_active_duratio
n 

数値 4 ● 活動量の記録集計時間（分）を記載 ※活動量計の場合必須 

データ入力コード input_method_code 文字列 1 ● 
0：システム入力（機器入力）データ、1：手入力（アプリケーション画面入力）データ、
２：機器入力データをアプリケーション等により手動で修正 

活動量計装着箇所 
コード 

measurement_ 
position_code 

文字列 2 ▲ 

10：ポケット内に収納（胸部）、11：ポケット内（腹部）、20：吊り下げて利用（首まわ
り）、21：吊り下げて利用（ベルトまわり）、 30：身につけて利用（利き手手首）、 31：
身につけて利用（利き手以外の手首）、40：携行して利用（かばんの中に収納）、50：その
他 

時刻補正コード origin_of_time_code 文字列 1 ● 0：機器の時刻をそのまま使用、1：アプリケーションにより機器の時刻を補正 

更新日時 update_time 日付 17 ● 

yyyyMMddHHmmssSSS アプリケーション内（データベース）でのデータ登録更新日時。
データ更新時の過去データとの整合性チェックに利用する。初回であれば登録日時となり、次
に同じ計測日時についてデータ修正のため再送する場合は、各コンソに保持しているデータの
更新日時を設定する。保持していない場合には、送信日時と同様となる。 
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検討結果③ ～健康情報等交換規約のフォーマット 

• データ交換のファイル形式としては、汎用性が高く多種多様なシステムでデータ取り込みが可能で、
ウィルスへの感染の恐れが少ないテキストファイル形式を採用した。 

• 次に、データ交換規約としては、データ交換のフォーマットとして機器ベンダー等で普及している
JSONフォーマットを採用した。 

検討の視点 JSONフォーマット CSVフォーマット 

データ形式への対応の
柔軟性 

親子構造、階層構造などの複雑なデータ構
造にも対応可能であるため、様々なシステム
で出力されるデータに対応が可能 

シンプルなデータ構造にのみ対応可能である
ため、複雑な構造のデータに対応する際は
加工に手間がかかる 

データ品質の担保 
タグ付け又は名前付けを行うことから、最低
限のデータ品質の担保は保ちやすい 

データ項目に欠損があっても分かりづらくデー
タ品質の保証は容易ではない 

データ取扱いの容易さ 
JSONフォーマットは軽量なデータ交換の
フォーマットとして機器ベンダー等で普及して
おり、扱いやすいフォーマットである。 

非常に普及したフォーマットであり、誰でも容
易に扱うことのできるフォーマットである 
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送信日時情報

コンソーシアムID

第1階層

第2階層
参加者ID

体重情報第4階層

第3階層
健康情報

第3階層
検査情報

家庭血圧情報

活動量情報

HbA1c情報第4階層

健診／診察室血圧情報

検討結果④ ～健康情報等交換規約データの階層構造 
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• JSONフォーマットを採用したことによりデータを階層化できるため、4階層の階層化を行った。 
• 第1階層をコンソーシアムとし、第2階層を参加者、第3階層を健康及び検査の情報、第4階層を
健康情報及び検査情報の詳細情報とした。 



検討結果⑤ ～将来課題 

今年度の交換規約WGにおいて、将来的な検討課題とした事項は以下の通り。 
 
（１）参加者属性情報 

 引越、転勤などによって生じる居住地、通勤時間、通勤手段の変更履歴の管理方法 
 身長情報の管理方法（検査情報の中で管理or参加者リストの中で管理）とその履歴の
管理方法 

 参加者の居住地及び勤務地住所の粒度 
 糖尿病関連の薬以外も含めた把握すべき投薬の内容 
 管理すべき職域に関する情報 

 
 

（２）活動量計に関する情報 
 活動量として必要となる最低限の項目とその定義の統一化 
 活動量計の精度基準およびその精度を保証するための基準の必要性 
 活動量計の計測日時のタイムゾーン変更への対応方法 
 スマートフォンのアプリケーションによる活動量の測定で新たに必要となる管理項目 
 活動量の装着場所の管理方法（測定データ毎に管理or個人ごとに管理するのか）と装着
箇所の運用基準及びそのルールの策定 
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